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（株）測地コンサルシステム　様 青森県 Widjaja　Wahyu　様 神奈川県 あべ松　修　様 東京都

カレンデエー　敏　様 東京都 しもかきもと　おさむ　様 鹿児島県 ナカダテ　マキコ　様 東京都

阿部　あけ美　様 北海道 阿部　貴子　様 神奈川県 阿部　孝臣　様 愛知県

阿部　友彦　様 千葉県 阿部　友洋　様 岐阜県 安川　真由　様 東京都

安達　秀樹　様 東京都 安田　貴俊　様 三重県 安田　秀臣　様 茨城県

安田　茉莉佳　様 東京都 安東　治郎　様 東京都 安藤　毅　様 東京都

安藤　信之　様 東京都 安部　信雄　様 北海道 安部　直人　様 広島県

安保　裕之　様 岩手県 安藏　樹央　様 茨城県 伊丹　伊平　様 北海道

伊地知周吾　様 神奈川県 伊藤　淳　様 宮城県 伊藤　淳一　様 秋田県

伊藤　尚人　様 山形県 伊藤　宣明　様 愛知県 伊藤　徹也　様 東京都

伊藤　美代　様 埼玉県 伊藤　隆　様 埼玉県 伊藤　隆司　様 神奈川県

伊澤　克巳　様 埼玉県 井口　えい子　様 和歌山県 井上　健太　様 大阪府

井上　孝司　様 東京都 井上　善道　様 兵庫県 井上　利夫　様 埼玉県

井辻　秀剛　様 神奈川県 一原　潤平　様 大阪府 一石　英一郎　様 栃木県

稲田　元宏　様 長野県 右田　麻衣　様 愛知県 宇野　浩二　様 東京都

宇野　耕吉　様 兵庫県 羽富　修　様 千葉県 臼井　みどり　様 三重県

臼井　秀樹　様 東京都 臼井　卓士　様 三重県 浦西　重輔　様 奈良県

影近　正雄　様 埼玉県 永井　千賀子　様 兵庫県 永野　宏和　様 福岡県

益田　昌俊　様 徳島県 益本　宇一郎　様 神奈川県 越智　将太　様 群馬県

越田　睦代　様 東京都 円子　賢二　様 神奈川県 円満堂　修治　様 兵庫県

園　照雄　様 滋賀県 遠山　圭　様 東京都 遠藤　賢一　様 神奈川県

遠藤　俊彦　様 大阪府 遠藤　美紀　様 東京都 遠藤　優枝　様 千葉県

塩田　雅代　様 東京都 奥山　知洋　様 東京都 奥村　公平　様 京都府

奥村　美香　様 京都府 奥野　真工　様 大阪府 横山　知広　様 北海道

横川　明美　様 東京都 横地　恵　様 神奈川県 岡　彩　様 広島県

岡　由美　様 愛知県 岡山　真之　様 東京都 岡村　秀明　様 神奈川県

岡村　武志　様 兵庫県 岡田　幸利　様 大阪府 岡田　恒明　様 神奈川県

岡田　泰秀　様 愛知県 岡田　能　様 北海道 岡部　昭夫　様 神奈川県

岡本　賢一郎　様 東京都 岡留　利秋　様 鹿児島県 荻野　公彦　様 神奈川県

荻野　直也　様 神奈川県 荻野　博　様 山形県 荻野　美紀子　様 神奈川県

下河　幸裕　様 埼玉県 下村　滋子　様 東京都 下澤　一博　様 埼玉県

加藤　健二　様 神奈川県 加藤　剛　様 埼玉県 加藤　政義　様 愛知県

加藤　盛人　様 宮城県 加藤　節雄　様 東京都 加藤　哲夫　様 愛知県

加藤　哲文　様 新潟県 加藤　繁　様 東京都 加藤　美和　様 東京都

加藤　明　様 大阪府 加藤　優子　様 東京都 夏井　千明　様 宮城県

河越　淳一郎　様 東京都 河田　達哉　様 愛知県 河野　義彦　様 兵庫県

河野　美保　様 福岡県 花岡　高義　様 東京都 花田　晶公　様 神奈川県

花輪　秀作　様 山梨県 会田　正樹　様 神奈川県 海野　祐司　様 東京都

海老澤　康之　様 東京都 皆川　伸一郎　様 東京都 皆川　律子　様 福島県

梶原　寿浩　様 長崎県 梶山　圭一　様 東京都 梶田　敬太　様 兵庫県

葛岡　義和　様 青森県 葛西　健治　様 東京都 葛西　信二　様 青森県

寒河江　正明　様 福島県 管井　一浩　様 北海道 関口　貴弘　様 北海道

関口　尚史　様 埼玉県 関根　智人　様 東京都 関根　磨佐代　様 東京都

関川　賢　様 広島県 関谷　典子　様 滋賀県 舘　春一　様 千葉県

舘山　勝　様 埼玉県 丸岡　千高　様 東京都 丸山　昭　様 神奈川県

丸山　信男　様 岐阜県 丸山　誠二　様 静岡県 丸山　長裕　様 宮城県

丸山　洋昭　様 東京都 丸川　直子　様 北海道 岸田　俊二　様 千葉県

岸本　英樹　様 愛知県 岩下　春幸　様 福井県 岩崎　恭　様 東京都

岩崎　充代　様 兵庫県 岩崎　真一　様 東京都 岩崎　泰子　様 埼玉県

岩神　幸平　様 大阪府 岩田　欧介　様 福岡県 岩田　義夫　様 長野県
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岩田　正則　様 大阪府 貴田　久善　様 奈良県 亀井　俊夫　様 宮城県

亀田　光之　様 静岡県 菊地　英夫　様 鳥取県 菊地　政勝　様 神奈川県

菊地　裕幸　様 北海道 菊池　英彦　様 東京都 吉岡　博司　様 奈良県

吉岡　茂　様 千葉県 吉見　治輝　様 愛知県 吉見　治輝　様 東京都

吉高　徹　様 東京都 吉川　みゆき　様 千葉県 吉田　悦子　様 東京都

吉田　奈央　様 静岡県 吉田　麻里子　様 愛知県 吉田　陽市　様 東京都

吉野　清治　様 神奈川県 吉澤　忠勝　様 北海道 橘　昌宣　様 大阪府

久永　拓　様 三重県 久保　正弘　様 山口県 久保　誠　様 神奈川県

久保　利幸　様 大阪府 久保田　正夫　様 京都府 久保田　陽子　様 神奈川県

及川　淳　様 千葉県 及川　明子　様 神奈川県 宮下　敬志　様 京都府

宮腰　恵　様 東京都 宮坂　光三　様 福島県 宮崎　ゆりか　様 東京都

宮崎　久継　様 埼玉県 宮崎　正則　様 兵庫県 宮崎　正男　様 埼玉県

宮崎　利博　様 東京都 宮川　透　様 宮崎県 宮田　謙一　様 東京都

宮田　稔　様 高知県 宮島　清志　様 神奈川県 宮本　景子　様 千葉県

宮本　健史　様 東京都 宮本　俊哉　様 東京都 宮本　信治　様 東京都

宮本　正勝　様 徳島県 宮﨑　達也　様 千葉県 橋井　雅子　様 東京都

橋口　聡　様 神奈川県 橋川　君啓　様 広島県 橋本　伊佐子　様 埼玉県

橋本　久勝　様 福島県 橋本　浩隆　様 茨城県 橋本　新一　様 群馬県

橋本　正樹　様 福島県 橋本　正俊　様 青森県 橋本　文隆　様 山形県

玉井　郁巳　様 石川県 玉岡　五光　様 兵庫県 玉田　雅義　様 兵庫県

錦織　孝司　様 東京都 近田　雄一　様 青森県 近藤　勝美　様 東京都

近藤　翼　様 群馬県 金山　英明　様 群馬県 金子　俊一　様 東京都

金子　清三　様 東京都 金子　武男　様 神奈川県 金沢　隆信　様 大阪府

金野　敏範　様 岩手県 金澤　恵理　様 神奈川県 金澤　慶治　様 愛媛県

櫛引　新吾　様 兵庫県 沓間　勇人　様 東京都 熊谷　清一　様 青森県

熊谷　直人　様 東京都 熊田原　修司　様 千葉県 隈元　信一　様 東京都

栗原　佳介　様 埼玉県 栗原　菜穂　様 神奈川県 栗山　雅美　様 千葉県

栗山　智史　様 千葉県 栗田　英幸　様 静岡県 軽部　麻衣子　様 東京都

権瓶　隆次　様 埼玉県 犬丸　遼　様 東京都 鍵谷　和代　様 愛知県

原　将一朗　様 東京都 原　真紀子　様 岡山県 原　友香　様 東京都

原　有加　様 愛知県 原田　尚武　様 神奈川県 原田　仁史　様 岡山県

原田　邦彦　様 千葉県 古永家　宏幸　様 東京都 古賀　康夫　様 福岡県

古山　康彦　様 宮城県 古川　晃　様 京都府 古谷　明美　様 東京都

古田　剛好　様 北海道 古野　康和　様 奈良県 古林　雅敬　様 東京都

古澤　忠彦　様 神奈川県 戸貝　公宣　様 兵庫県 戸谷　勉　様 愛知県

戸塚　皖洋　様 神奈川県 戸田　政雄　様 岐阜県 戸田　直人　様 秋田県

胡　利平　様 東京都 五十嵐　君江　様 神奈川県 五十嵐　慶祐　様 東京都

五十嵐　亮　様 青森県 五島　文恵　様 神奈川県 後藤　雅美　様 東京都

後藤　啓二　様 東京都 後藤　敬子　様 岐阜県 後藤　克幸　様 岐阜県

後藤　真也　様 京都府 後藤　宣明　様 埼玉県 後藤　和宏　様 東京都

向田　幸裕　様 神奈川県 工藤　幸男　様 愛知県 巷岡　聡　様 大阪府

江崎　香菜子　様 東京都 江藤　俊幸　様 千葉県 溝上　宏司　様 大阪府

荒井　幹郎　様 神奈川県 荒井　眞喜　様 東京都 荒川　信康　様 佐賀県

高垣　哲也　様 東京都 高橋　雅人　様 東京都 高橋　幾子　様 神奈川県

高橋　啓文　様 高知県 高橋　俊夫　様 静岡県 高橋　信治　様 東京都

高橋　政史　様 福島県 高橋　正道　様 福岡県 高橋　万里那　様 東京都

高橋　明彦　様 東京都 高橋　靖子　様 千葉県 高橋　友莉香　様 東京都

高橋　良一　様 宮城県 高橋　和広　様 北海道 高橋　榮行　様 千葉県

高見　悟郎　様 愛知県 高阪　義樹　様 愛知県 高山　明広　様 大阪府

高松　範子　様 広島県 高清水　教信　様 千葉県 高倉　百合子　様 茨城県
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高津　元一　様 大阪府 高塚　千恵美　様 鳥取県 高塚　伴子　様 兵庫県

高田　賢　様 宮城県 高木　修平　様 広島県 高木　俊幸　様 奈良県

高野　郁晴　様 和歌山県 高野　伸哉　様 神奈川県 高梨　一　様 神奈川県

高梨　遼　様 東京都 黒崎　一徳　様 大阪府 黒須　弘道　様 東京都

黒石　匡昭　様 東京都 黒田　厚　様 兵庫県 黒澤　興永　様 愛知県

今井　健司　様 埼玉県 今橋　正治　様 福岡県 今村　晃　様 静岡県

今村　俊紀　様 東京都 今村　敦邦　様 茨城県 今野　正　様 宮城県

根本　新太郎　様 茨城県 佐々木　紀元　様 茨城県 佐々木　孝雄　様 神奈川県

佐々木　弘美　様 神奈川県 佐々木　純男　様 千葉県 佐々木　文治　様 神奈川県

佐々野　泰臣　様 東京都 佐藤　一郎　様 埼玉県 佐藤　貴美　様 青森県

佐藤　弘美　様 東京都 佐藤　克仁　様 東京都 佐藤　順　様 東京都

佐藤　昌弘　様 宮城県 佐藤　正晃　様 東京都 佐藤　正登　様 新潟県

佐藤　誠也　様 埼玉県 佐藤　達夫　様 新潟県 佐藤　美代子　様 千葉県

佐藤　芳和　様 青森県 佐藤　邦雄　様 北海道 佐藤　優治　様 千葉県

佐藤　友哉　様 東京都 佐藤　由信　様 東京都 佐藤　由里子　様 東京都

佐藤　隆士　様 東京都 佐藤　和昭　様 埼玉県 佐伯　稚子　様 兵庫県

佐野　広典　様 東京都 佐野　泰子　様 神奈川県 佐野　博司　様 兵庫県

砂押　三喜也　様 茨城県 最勝　健太郎　様 東京都 斎藤　仁一　様 東京都

斎藤　善信　様 神奈川県 細川　貢　様 岩手県 細川　洋嗣　様 東京都

細谷　抄子　様 茨城県 細野　幸三　様 愛知県 坂上　正明　様 東京都

坂本　豊　様 広島県 坂本　勇人　様 東京都 坂野　玉巳　様 徳島県

榊原　幹廣　様 千葉県 崎山　達也　様 東京都 笹本　和敏　様 東京都

鮫島　俊昭　様 福岡県 鮫島　隼人　様 広島県 三浦　沙帆子　様 兵庫県

三浦　真一郎　様 京都府 三浦　敏也　様 北海道 三宮　典子　様 東京都

三厨　茂治　様 三重県 三村　喜勇　様 東京都 三竹　瑞穂　様 東京都

三瓶　徹　様 大阪府 三木　康二　様 山口県 山下　潔子　様 宮城県

山下　善輝　様 愛知県 山下　豊雄　様 宮城県 山下　槙子　様 千葉県

山肩　正和　様 兵庫県 山元　陽一郎　様 京都府 山口　善明　様 東京都

山口　和泉　様 神奈川県 山口　顯　様 埼玉県 山崎　具茂　様 東京都

山崎　重明　様 神奈川県 山上　真護　様 香川県 山上　和美　様 愛知県

山村　浩　様 長野県 山谷　寛　様 神奈川県 山中　宏恵　様 群馬県

山田　さと子　様 神奈川県 山田　雅寛　様 静岡県 山田　雅人　様 愛知県

山田　周平　様 千葉県 山田　昌志　様 広島県 山田　昌洋　様 東京都

山田　真弘　様 東京都 山田　仁　様 神奈川県 山田　千尋　様 東京都

山田　創介　様 大阪府 山田　直也　様 大阪府 山田　貞二　様 静岡県

山田　篤司　様 愛知県 山田　稔　様 東京都 山田　裕子　様 東京都

山内　雅彰　様 兵庫県 山内　克哉　様 静岡県 山本　佳代　様 福岡県

山本　義純　様 奈良県 山本　秀美　様 東京都 山本　泰子　様 東京都

山本　博之　様 東京都 山本　由香　様 千葉県 山本　葉子　様 滋賀県

山木　正和　様 愛知県 山野　恵惟　様 奈良県 山野辺　恒彦　様 東京都

山梨　直子　様 東京都 山路　夏世　様 東京都 山路　浩司　様 神奈川県

山﨑　孝志　様 神奈川県 市丸　陽子　様 大分県 市川　一夫　様 茨城県

市川　純子　様 東京都 志賀　清人　様 岩手県 児島　宏彰　様 東京都

寺沢　史誉　様 愛知県 寺田　みゆき　様 東京都 寺田　明功　様 青森県

鹿野　修宏　様 愛媛県 雫石　依子　様 北海道 七海　ステファヌス　様 兵庫県

篠原　健二　様 大阪府 篠原　敦子　様 広島県 篠崎　雅史　様 山口県

篠崎　裕　様 長崎県 柴田　雄悦　様 東京都 若林　政義　様 大阪府

守屋　史章　様 静岡県 狩集　雅人　様 埼玉県 種村　真　様 神奈川県

酒井　亮佑　様 広島県 秋月　成夫　様 奈良県 秋根　新　様 福岡県

秋山　一郎　様 東京都 秋武　達也　様 滋賀県 秋本　嘉宏　様 愛知県
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舟橋　洋平　様 愛知県 戎野　良雄　様 大阪府 渋井　昌治　様 埼玉県

渋川　悟朗　様 福島県 渋谷　和　様 山形県 重松　孝司　様 京都府

重泉　有生　様 北海道 緒方　賢太郎　様 東京都 勝　敦史　様 千葉県

勝間田　清敏　様 東京都 勝田　義純　様 奈良県 小屋　経寛　様 兵庫県

小宮　浩一郎　様 東京都 小橋　元　様 東京都 小栗　健司　様 愛知県

小原　康仁郎　様 神奈川県 小原　直亮　様 神奈川県 小向　道明　様 東京都

小崎　晴康　様 埼玉県 小山　英敏　様 兵庫県 小山　京姫　様 東京都

小山　寿恵　様 福岡県 小山　芳徳　様 千葉県 小室　博　様 茨城県

小柴　昇治　様 千葉県 小出　康夫　様 愛知県 小松　博明　様 東京都

小松　和敏　様 秋田県 小杉　芳美　様 新潟県 小菅　健治　様 埼玉県

小川　郁子　様 東京都 小川　喜平　様 東京都 小川　光世　様 三重県

小川　勝志　様 青森県 小川　雄一　様 愛知県 小泉　勝實　様 東京都

小泉　茉莉衣　様 東京都 小倉　敬浩　様 東京都 小早川房世　様 広島県

小谷　信一　様 大阪府 小谷　博子　様 東京都 小池　直樹　様 東京都

小池　保　様 神奈川県 小田　吉彦　様 大阪府 小田　剛資　様 千葉県

小田　直樹　様 新潟県 小島　浩史　様 愛知県 小島　直之　様 千葉県

小島　亮　様 愛知県 小嶋　浩　様 東京都 小嶋　妙子　様 大阪府

小浜　芳朗　様 愛知県 小方　竜士　様 広島県 小木田　智優　様 東京都

小野　輝昭　様 神奈川県 小野　聖　様 愛知県 小野　直樹　様 広島県

小野　徹央　様 東京都 小野寺　泉　様 神奈川県 小矢　英孝　様 大阪府

小林　栄子　様 東京都 小林　喜代子　様 埼玉県 小林　勤　様 東京都

小林　恒大　様 神奈川県 小林　秋彦　様 東京都 小林　純也　様 埼玉県

小林　正彦　様 東京都 小林　千春　様 東京都 小林　大輔　様 東京都

小林　徹　様 山形県 小林　敦　様 宮城県 小林　裕介　様 兵庫県

小路　祐樹　様 兵庫県 小澤　いづみ　様 愛知県 小澤　京子　様 埼玉県

小澤　武士　様 千葉県 小濱　浩一　様 長崎県 庄原　正樹　様 北海道

松井　剛一郎　様 兵庫県 松井　正幸　様 東京都 松永　歩　様 広島県

松岡　慶　様 東京都 松岡　貞義　様 神奈川県 松下　ふみ子　様 神奈川県

松下　喜八郎　様 大阪府 松原　政幸　様 神奈川県 松山　美恵子　様 東京都

松倉　美芽　様 宮城県 松村　聖子　様 埼玉県 松田　浩典　様 埼玉県

松田　泰之　様 埼玉県 松田　武四郎　様 神奈川県 松尾　信二　様 兵庫県

松尾　智志　様 神奈川県 松平　照彦　様 神奈川県 松本　一宏　様 福岡県

松本　正人　様 兵庫県 松本　鉄也　様 滋賀県 松本　和浩　様 埼玉県

松本　翔　様 千葉県 松野　勝典　様 福岡県 松葉　美津子　様 東京都

沼尻　京子　様 茨城県 沼里　直江　様 神奈川県 上杉　高弘　様 東京都

上村　千愛　様 埼玉県 上村　勇次　様 兵庫県 上田　良　様 東京都

上路　正美　様 神奈川県 場谷　幸成　様 和歌山県 植田　旭　様 東京都

信澤　高博　様 神奈川県 新井　京子　様 東京都 新井　洋　様 東京都

新井田　浩　様 青森県 新見　有範　様 東京都 新宅　正則　様 大阪府

新田　孝司　様 三重県 新藤　晃平　様 神奈川県 森　博己　様 広島県

森　範子　様 大阪府 森　隆志　様 愛知県 森　和彦　様 新潟県

森口　朗　様 東京都 森村　謹賢　様 大阪府 森田　清利　様 千葉県

森本　康児　様 北海道 森野　耕平　様 東京都 森脇　潤一　様 東京都

深水　理恵子　様 福岡県 深谷　篤志　様 福島県 真藤　宏幸　様 千葉県

真辺　忠夫　様 愛知県 神田　渉　様 新潟県 神尾　弘哉　様 愛知県

神野　秀明　様 福島県 神野　紳一郎　様 千葉県 秦　篤史　様 東京都

親泊　和礼　様 東京都 進藤　幸江　様 神奈川県 針生　二三男　様 神奈川県

須藤　幸富　様 栃木県 須藤　徹　様 千葉県 水口　守　様 北海道

水谷　忠司　様 愛知県 水谷　令子　様 三重県 水津　博　様 東京都

水野　偉成　様 千葉県 水野　絵真　様 東京都 水野　千夏　様 東京都
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水落　憲吾　様 東京都 数藤　雅彦　様 神奈川県 杉浦　正博　様 千葉県

杉原　明伸　様 大阪府 杉山　修司　様 東京都 杉山　哲惠　様 東京都

杉田　英樹　様 埼玉県 杉田　彩　様 東京都 杉田　芳弘　様 岐阜県

杉田　裕輔　様 愛知県 菅　万昌　様 大阪府 瀬口　静香　様 岐阜県

成田　正一　様 静岡県 成田　則夫　様 神奈川県 星　健治　様 埼玉県

星　優　様 神奈川県 清水　賢也　様 神奈川県 清水　光洋　様 東京都

清水　浩　様 東京都 清水　秀樹　様 京都府 清水　和久　様 埼玉県

清野　修　様 東京都 生田　宗嗣　様 埼玉県 盛永　直樹　様 大阪府

西垣　京　様 千葉県 西原　和男　様 兵庫県 西村　弘二　様 大阪府

西村　武彦　様 千葉県 西田　高康　様 大阪府 西尾　泰　様 岡山県

西野　修　様 青森県 青木　攻太郎　様 神奈川県 青木　慎介　様 大阪府

青木　津太子　様 奈良県 青木　要　様 北海道 石井　義人　様 茨城県

石井　孝夫　様 東京都 石井　洋子　様 広島県 石原　雅之　様 静岡県

石原　源夫　様 静岡県 石原　崇史　様 奈良県 石山　晋　様 埼玉県

石川　まゆみ　様 神奈川県 石川　弓子　様 兵庫県 石川　禎一　様 宮城県

石川　有平　様 青森県 石川　由香　様 大分県 石川　利一　様 静岡県

石塚　昌之　様 埼玉県 石田　信文　様 愛知県 石躍　孝一　様 千葉県

雪島　隆之　様 茨城県 千野　秀人　様 神奈川県 千葉　弘美　様 東京都

川岸　正周　様 大分県 川岸　朋子　様 東京都 川口　正彦　様 愛知県

川口　理志　様 京都府 川崎　雄介　様 東京都 川上　浩行　様 埼玉県

川上　哲男　様 栃木県 川瀬　文雄　様 東京都 川村　紘子　様 東京都

川村　秀樹　様 茨城県 川村　直子　様 岩手県 川添　浩一　様 奈良県

川島　三鈴　様 東京都 川嶋　修司　様 東京都 川嶋　正二　様 兵庫県

川鍋　昌彦　様 東京都 川畑　泰悟　様 東京都 川辺　久雄　様 神奈川県

川野　毅　様 神奈川県 川野　博　様 東京都 川和田　斉　様 茨城県

泉　三省　様 神奈川県 泉谷　政義　様 宮城県 浅桐　公男　様 福岡県

前川　明文　様 青森県 前田　耕輔　様 東京都 前田　正弘　様 静岡県

前田　操　様 神奈川県 前濱　勝二　様 山梨県 蘇　家戊　様 東京都

倉谷　幸司　様 福岡県 倉田　修　様 東京都 早坂　紀予　様 宮城県

早坂　宣則　様 神奈川県 早崎　伊知郎　様 京都府 早瀬　照子　様 愛知県

相原　京子　様 東京都 相沢　和美　様 新潟県 相澤　京　様 東京都

増子　尚之　様 埼玉県 増田　達之　様 大阪府 増田　六雄　様 愛知県

増田　和浩　様 兵庫県 増茂　きりか　様 東京都 則田　佳子　様 埼玉県

村井　健太　様 東京都 村井　睦彦　様 静岡県 村山　敬彦　様 東京都

村山　敏典　様 石川県 村山　隆俊　様 群馬県 村上　孝　様 茨城県

村上　照彦　様 福岡県 村上　聡　様 東京都 村上　美代子　様 島根県

村上　豊　様 京都府 村田　謙仁　様 栃木県 村田　紘一　様 大阪府

村田　直　様 東京都 村田　翔　様 東京都 村木　永能　様 東京都

村木　薫　様 青森県 多田　誠子　様 大阪府 太田　和子　様 大阪府

大河内　俊彦　様 愛知県 大角　哲也　様 宮城県 大貫　千香子　様 北海道

大丸　重徳　様 神奈川県 大久保　優　様 滋賀県 大橋　直樹　様 山形県

大橋　裕子　様 東京都 大曲　慎一　様 福岡県 大原　功　様 神奈川県

大原　泰子　様 岡山県 大江　聡子　様 神奈川県 大山　一浩　様 茨城県

大杉　保仁　様 群馬県 大谷　京子　様 群馬県 大谷　拓也　様 大阪府

大谷　和仁　様 千葉県 大津　正俊　様 神奈川県 大塚　沙織　様 東京都

大塚　則之　様 東京都 大塚　茂生　様 愛知県 大槻　重保　様 宮城県

大田　裕紀　様 神奈川県 大島　和之　様 東京都 大内　裕子　様 東京都

大日向　竜也　様 神奈川県 大部　勝也　様 東京都 大木　竜磨　様 長野県

大野　健次　様 茨城県 大野　千明　様 静岡県 滝　康夫　様 愛知県

滝沢　隆　様 東京都 滝澤　一文　様 埼玉県 瀧澤　誠　様 東京都
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谷口　麻子　様 東京都 丹野　雄介　様 宮城県 池下　茂　様 千葉県

池松　雅典　様 千葉県 池田　富士弘　様 千葉県 池田　雄一　様 栃木県

池田　良幸　様 埼玉県 池野　英司　様 埼玉県 竹中正　様 東京都

竹内　啓人　様 埼玉県 竹内　圭志　様 東京都 竹内　昌弘　様 大阪府

竹内　宣夫　様 神奈川県 竹内　靖治　様 東京都 竹内　優　様 神奈川県

中筋　典男　様 和歌山県 中崎　正彦　様 大阪府 中山　栄治　様 福岡県

中山　貴美子　様 愛知県 中山　潤一　様 兵庫県 中山　昇太　様 愛知県

中山　政美　様 千葉県 中山　篤　様 埼玉県 中山　裕貴　様 大阪府

中西　昭弘　様 大阪府 中川　博　様 三重県 中村　英幸　様 神奈川県

中村　幸輔　様 埼玉県 中村　秀希　様 東京都 中村　純一　様 東京都

中村　拓博　様 東京都 中村　琢哉　様 東京都 中村　博昭　様 大阪府

中村　朋子　様 東京都 中村　明徳　様 長野県 中村　隆之　様 神奈川県

中村　朗　様 神奈川県 中谷　悦子　様 神奈川県 中谷　昇　様 東京都

中谷　政明　様 兵庫県 中津　貴子　様 広島県 中辻　国郎　様 宮城県

中田　匡浩　様 大阪府 中田　登紀雄　様 東京都 中島　一人　様 東京都

中島　英充　様 青森県 中島　啓貴　様 東京都 中嶋　あきみ　様 東京都

中嶋　健次　様 栃木県 中嶋　克久　様 東京都 中尾　太一　様 東京都

中野　伸治　様 福岡県 中野渡　照子　様 青森県 猪野　聡　様 千葉県

帖佐　義之　様 東京都 長岡　功　様 神奈川県 長橋　徹哉　様 埼玉県

長根　静香　様 東京都 長坂　祐輔　様 東京都 長谷川　園子　様 兵庫県

長谷川　希公代　様 大阪府 長田　健斗　様 千葉県 長田　浩一　様 兵庫県

長田　昌美　様 福岡県 長田　邦彦　様 三重県 長尾　吉訓　様 大阪府

長澤　可愛　様 秋田県 長濱　優香　様 大阪府 鳥住　久代　様 和歌山県

鳥畑　早　様 東京都 津川　浩史　様 東京都 津田　浩司　様 東京都

塚本　悟　様 福島県 辻　義光　様 神奈川県 辻　彰彦　様 京都府

鶴見　彰男　様 東京都 鶴田　彰二　様 兵庫県 鶴田　真次　様 富山県

堤　秀樹　様 三重県 堤田　英明　様 鹿児島県 鉄永　智紀　様 岡山県

天賀谷　幸雄　様 埼玉県 天辰　義輝　様 岡山県 天野　耕平　様 兵庫県

天野　利公　様 長野県 田　明典　様 秋田県 田原　裕滋　様 千葉県

田口　大亜　様 東京都 田村　栄里佳　様 東京都 田村　季大　様 埼玉県

田中　紀子　様 岐阜県 田中　啓之　様 愛知県 田中　康嗣　様 京都府

田中　実志　様 愛媛県 田中　重樹　様 東京都 田中　尚子　様 大阪府

田中　昌江　様 埼玉県 田中　仁　様 愛知県 田中　正弘　様 東京都

田中　千元　様 千葉県 田中　聡　様 神奈川県 田中　太一　様 千葉県

田中　達彦　様 岐阜県 田中　友明　様 東京都 田中　祐子　様 大阪府

田中　隆彦　様 鹿児島県 渡部　裕司　様 岩手県 渡辺　雅代　様 宮城県

渡辺　悟　様 東京都 渡辺　幸一　様 東京都 渡辺　美由紀　様 東京都

渡邊　友弥　様 東京都 渡邊　隆信　様 東京都 渡邉　格　様 東京都

土屋　睦実　様 埼玉県 土岐　拓未　様 東京都 土岐　涼子　様 東京都

唐牛　憲久　様 青森県 唐崎　祐輔　様 東京都 島田　康弘　様 神奈川県

嶋谷　登久彦　様 滋賀県 東　章一　様 東京都 東山　菜実　様 神奈川県

桃田　洋司　様 東京都 湯淺　久仁子　様 北海道 藤井　留美　様 東京都

藤岡　正善　様 香川県 藤元　竜起　様 長崎県 藤原　浩　様 大阪府

藤崎　英世　様 鹿児島県 藤城　匡昭　様 愛知県 藤森　信明　様 千葉県

藤村　耕司　様 東京都 藤村　清志　様 兵庫県 藤田　英也　様 兵庫県

藤田　勝　様 埼玉県 藤田　昇　様 青森県 藤田　忠雄　様 岐阜県

藤田　惠子　様 京都府 藤野　政彦　様 東京都 藤野　洋　様 京都府

徳永　紀子　様 大阪府 徳澤　丙午　様 東京都 栃内　克司　様 東京都

奈良　久美子　様 東京都 奈良　暁子　様 千葉県 内ヶ崎　静子　様 東京都

内山　昭子　様 神奈川県 内村　修二　様 宮崎県 内田　宏城　様 神奈川県
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内田　勝己　様 大阪府 内田　誠　様 茨城県 内田　勉　様 東京都

内藤　英紀　様 東京都 内藤　雅路　様 神奈川県 南　直樹　様 新潟県

南波　正克　様 埼玉県 楠木　直　様 神奈川県 楠目　信三　様 東京都

難波　隆一郎　様 大阪府 二宮　英樹　様 愛知県 日下部　慶子　様 山形県

馬場　純代　様 神奈川県 馬場　尚樹　様 福岡県 馬場　洋介　様 栃木県

馬渡　正明　様 福岡県 梅崎　芳郎　様 三重県 梅田　正二　様 宮城県

梅澤　洋一　様 埼玉県 萩中　真由子　様 愛知県 白井　達始　様 愛知県

白岩　直人　様 東京都 白谷　時房　様 福岡県 畠山　京子　様 東京都

畠山　省一郎　様 神奈川県 八重垣　誠　様 青森県 八尾　由紀　様 東京都

八房　萌子　様 埼玉県 八木　伸明　様 神奈川県 鳩岡　正浩　様 広島県

伴　清敏　様 大阪府 板橋　忠彦　様 神奈川県 飯田　弘信　様 千葉県

飯田　俊輔　様 兵庫県 飯田　愉一　様 東京都 飯田　庸平　様 青森県

飯島　武則　様 茨城県 樋口　マキ　様 東京都 樋口　真一　様 東京都

樋口　直子　様 兵庫県 樋口　博康　様 神奈川県 樋口　理八　様 富山県

尾原　壮二　様 愛知県 菱沼　創　様 東京都 菱沼　民枝　様 北海道

浜田　孝敏　様 千葉県 浜田　祐太　様 埼玉県 富田　武　様 北海道

冨永　善啓　様 大阪府 冨士田　真也子　様 神奈川県 布山　裕一　様 千葉県

武　幸太郎　様 埼玉県 武井　建次　様 東京都 武田　志織　様 東京都

武田　敏幸　様 山形県 武田　祐一　様 東京都 武藤　健治　様 東京都

副島　京子　様 東京都 福井　良昌　様 愛知県 福原　恒　様 兵庫県

福士　信雄　様 神奈川県 福田　宏　様 千葉県 福田　秀哉　様 兵庫県

福田　智之　様 東京都 福田　唯　様 埼玉県 福島　淳　様 兵庫県

福羅　啓介　様 東京都 平位　恭一　様 東京都 平井　貴久　様 愛知県

平松　基生　様 北海道 平松　剛　様 長野県 平沼　篤　様 東京都

平塚　いずみ　様 東京都 平塚　崇　様 東京都 平田　憲雄　様 兵庫県

平田　康治　様 埼玉県 平内　洋三　様 宮城県 平野　明　様 東京都

平澤　雄二　様 長野県 並木　寿一　様 東京都 片貝　和子　様 神奈川県

片山　正典　様 茨城県 片山　道彦　様 東京都 片瀬　惇　様 静岡県

片川　行利　様 埼玉県 宝寺　睦子　様 東京都 芳賀　仁　様 広島県

豊田　弘沢　様 大阪府 豊福　哲也　様 福岡県 北川　文昭　様 埼玉県

北村　久紀　様 群馬県 北村　豊秋　様 広島県 北爪　勉　様 東京都

北畠　幸夫　様 東京都 牧村信一　様 東京都 牧本　信近　様 神奈川県

堀　善行　様 福岡県 堀　博人　様 三重県 堀川　拓也　様 兵庫県

堀内　勇人　様 神奈川県 本間　幸雄　様 静岡県 本間　咲来　様 神奈川県

本間　修　様 山形県 本久　恭子　様 島根県 本庄　俊之　様 神奈川県

本城　信彦　様 愛知県 本田　勝正　様 広島県 本保　育枝　様 東京都

末田　雄一郎　様 愛知県 万年　三登美　様 愛知県 毛利　謙成　様 福岡県

木川　昌康　様 北海道 木村　嘉孝　様 愛知県 木内　喜代吉　様 長野県

木内　信太郎　様 埼玉県 木南　綾子　様 兵庫県 髙澤　重義　様 東京都

門中　敏朗　様 滋賀県 野口　紀子　様 東京都 野口　和彦　様 千葉県

野崎　健次　様 岡山県 野村　優子　様 福岡県 野本　たかと　様 東京都

野末　学　様 静岡県 野末　貴裕　様 東京都 野々山　淳　様 愛知県

矢作　祐治　様 東京都 矢野　雄亮　様 埼玉県 柳沢　明広　様 長崎県

柳尾　彰大　様 千葉県 有田　鎮　様 東京都 落合　裕美　様 埼玉県

立花　隼　様 埼玉県 立花　歩理　様 三重県 林　公子　様 京都府

林　孝眞　様 東京都 林　美紀　様 東京都 林　稔　様 茨城県

鈴木　一男　様 千葉県 鈴木　悦郎　様 千葉県 鈴木　貴博　様 北海道

鈴木　康祐　様 北海道 鈴木　康眞　様 東京都 鈴木　恒俊　様 千葉県

鈴木　淳　様 東京都 鈴木　彰夫　様 青森県 鈴木　信一　様 東京都

鈴木　智理　様 北海道 鈴木　直樹　様 広島県 鈴木　直人　様 北海道
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鈴木　徹　様 神奈川県 鈴木　敏彦　様 愛知県 鈴木　文雄　様 神奈川県

鈴木　紋次郎　様 東京都 鈴木　由香　様 神奈川県 鈴木　洋光　様 東京都

鈴木　隆志　様 大阪府 鈴木　和夫　様 宮城県 鈴木　皓三　様 香川県

和田　一範　様 神奈川県 和田　勝巳　様 神奈川県 和田　祥城　様 和歌山県

和田　崇　様 宮崎県 夛田　聡　様 埼玉県 奧村　雄一郎　様 兵庫県

崔　英徳　様 群馬県 廣瀬　嘉男　様 東京都 廣瀬　絵里子　様 東京都

廣畑　英治　様 愛知県 榑林　雅司　様 宮城県 櫻井　衛　様 東京都

淺野　光代　様 静岡県 澁田　武司　様 神奈川県 澁木　秀明　様 東京都

澤井　賢　様 千葉県 澤田　靖央　様 大阪府 齋藤　晃市　様 栃木県

齋藤　司　様 北海道 舩越　顕　様 福岡県 萬代　由美子　様 大阪府

趙　寧　様 東京都 釼持　貴史　様 東京都 齊藤　康子　様 秋田県

齊藤　清貴　様 東京都 齊藤　泰樹　様 愛知県 齊藤　武志　様 京都府

詹　國良　様 東京都 髙橋　佳子　様 青森県 髙橋　宏人　様 東京都

髙橋　徹　様 東京都

平成２９年度に寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）⑧

平成２９年度は公表を了承していただいた１，０９０名の方々のほか１３，４４４名の方々から、
合計で１９６，６０４，０００円のご寄附をいただきました。
ここで皆様には改めてお礼申し上げます。



〇少しですが、市のためにお役立ていただければ幸いです。美味しい缶詰め楽しみにしております。

〇ずっと前に部活の遠征でむつ市に行ったことがあり、現地の方にとてもよくしてもらいました。ふとそれを思い出して、寄附を思
いつきました。頑張ってください!

〇脇野沢出身です。住みやすく、活気のある街づくりに頑張って下さい。

〇自然が素晴らしいむつ市を応援してます。特に、恐山から薬研温泉へ抜ける道路の自然の豊かさには脱帽です。

上記以外にも「むつ市への応援メッセージ」をいただきまして、ありがとうございました。

〇川内町が父の故郷です。川内の人たちが幸せに暮らせますように。

〇毎年観光で訪れていましたが、今回初めてふるさと納税させていただきます。田名部の町や下北の自然や温泉が大好きで
す。

〇とにかく、魚が旨い!あんなに安くて美味しいものは、初めて食べました。食では有名な九州でしたが、青森の方が絶対海産物
は旨い! 居酒屋で出会ったお客さんともつながりがあり、人情味があってとても温かい町でした。また行きたいと思います。

〇下北ジオパークで観光が活性化させることを期待してます。 青森市からの交通がもう少し便利になればいいですね。

〇来年で還暦ですが青森県に足を踏み入れたことがありません。いつまで勤められるか分かりませんが、これからも応援しま
す。

〇少額ですが、電力事業と、自然との共生、偏向報道に負けず、正しい情報普及にお役立てください。

〇漁業振興発展にご尽力をお願いします。

〇ふるさと納税を通して初めて知りましたが、主人の実家が東北なのでいつか訪れてみたいと思います。 微力ながら、応援して
います。

〇夏祭りが盛大に行われる魅力的な地方都市だと思います。高齢化の波は避けられないでしょうが、下北の中核都市として永
続できることを願っています。

〇関西からはなかなか遠い青森ですが、思いをはせております。 どうぞ頑張ってください。

〇両親が会津出身のため、斗南藩のあったむつ市に関心があります。観光に行きたいと考えています。人口減少で大変と思い
ますが、街の発展をお祈りいたします。

〇一度行きたいと思っている場所。青森ヒバの大好きです。 今後の発展を期待しています。

〇良いところだと思いますが、定住する施策をもっと作成・ピー　アールしていって下さい。　関東からはやはり遠いイメージ強し。

〇むつ市のますますの発展を祈っています!!がんばれムチュランファミリー!

〇祖母と叔父が大畑町に住んでいます。なかなか行くことはできませんが、むつ市に少しでもお役に立てば嬉しいです。

〇青森に旅行したときに訪れたかったのですが時間の都合で断念しました。厳しい自然のなかで頑張って地域を活性化している
皆さんを応援したいです。また是非機会があれば行きたいです。

〇青森県とても素敵なところ! ぜひこれからも頑張ってください。 ヨーグルトセット最高です。

〇戦前父が大湊に配属されており、その場所を訪ねて昨年２度観光に行きました。

寄附者からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

〇以前、2年間だけですが、むつ市に住んでいました。その時に、保育園で行われていた子育て支援センターに大変お世話に
なったので、今回の寄付はむつの子供たちのために使っていただければと、思います。

〇妻の出身地でありますが、最近学校の統廃合が進み子供たちの取り巻く環境に心が痛みます。是非、未来の宝物である子供
たちの為に。


